
２０１８年７月 ２日（曇り） 第１週 第２２４０回例会

Song ”君が代・奉仕の理想”

Guest 米山奨学生 馮 軒昂君

Attendance

会員 ７８名 欠席 １０名 出席率 ８５．７１％

President Time 大竹敬一 会長

今から49年前の昭和44年6月16日、あまロータリーク

ラブは、25人のメンバーで創立されました。そして今年度

創立50周年を迎えます。その記念すべき年に会長を仰せつ

かりました大竹敬一です。改めてよろしくお願いいたしま

す。たまたま初代会長の息子として、この大役を務めさせ

ていただくのは、本当に幸運なことであり、この上なく光

栄なことと感じています。

ピアノ演奏の野田さんが、新年度に選んでいただいた「ス

タンド・バイ・ミー」という曲は、私が幹事をさせていた

だいた故鈴木正徳パスト会長の愛された一曲でした。全て

の事業に強い思いを込め、会長を務められた鈴木パスト会

長に思いをはせ、私も頑張らなければと思った次第です。

今年度の会長方針は「あまロータリー50年、次なる半世

紀に奉仕の心をつなぐ」、サブテーマとして「－ひとりひと

りに、ひとつひとつのロータリーが･･･－」とさせていただ

きました。50年の歴史を育んでこられたあまロータリーク

ラブの先輩に尊敬と感謝を込めて、50年を振り返り、紡い

でこられたロータリーの精神とは何かを考えたいと思いま

す。私は根底に「奉仕の心」があると思っています。

ロータリーの基本は職業奉仕といわれます。職業を通し

て、人々への社会への奉仕の心を持った個人の集合体がロ

ータリークラブだとすれば、ロータリークラブとして、社

会奉仕を、青少年奉仕を、国際奉仕を考え、ロータリーク

ラブライフの充実と親睦のためのクラブ奉仕活動があるの

だと思います。多様性の時代といわれる現代、ロータリア

ン一人一人がロータリーに求めるものも様々かも知れませ

ん。そんなロータリアンたちが集い、語り合い、あるいは

お互いの意見の違いを認識して理解しあう、それがロータ

リークラブの例会であり、会合だと思います。

あまロータリークラブは、50周年を契機として、そんな

ロータリーの良さを再認識し、会員のいろんな思いを包み

込むクラブであり続けるよう、今年度の事業、50周年記念

事業を展開したいと思います。会員の皆様のご理解とご協
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力をお願いして、第1回の会長挨拶とさせていただきます。

前会長・幹事に記念バッジ贈呈

米山奨学生 馮君に奨学金贈呈

Secretary Report 加藤 徹 幹事

１ 次回7月9日（月）例会はクラブアッセンブリーです。

各委員長は本年度事業内容を2分程度で発表をお願い

します。ご都合の悪い方は必ず副委員長にご依頼下さ

い。

２ 次週7月9日（月）例会は名鉄ニューグランドホテルに

変更となります。

３ 上半期会費等を請求させていただきますのでよろしく

お願いします。

乾杯の発声は山田尊久君

ニ コ ボ ッ ク ス

ご投函有り難うございます

大竹敬一 会長

いよいよ50年度が始まります。一生懸命務めますので、

よろしくお願いします。

国際大会お疲れ様でした。

家田安啓 副会長

副会長をさせていただきます。よろしくお願いします。

加藤 徹 幹事

大竹敬一年度、いよいよスタートです。1年間楽しい

雰囲気作りにつとめますので、どうかよろしくお願い

いたします。

浅野多喜男君

お久しぶりです。

神戸 剛君

カナダ・トロントから無事帰ってきました。大変お世

話になりました。有り難うございました。

黒野晃太郎君

50周年スタートです。大竹敬一君はじめ役員・理事の

皆様、頑張って下さい。

合唱に新しく参加の皆様、有り難うございます。第1

回は7月7日です。

東海広光君

初代会長大竹和美君と共に迎える大竹敬一50代会長、

いよいよスタートです。誠におめでとうございます。

初代会長の熱い思いを込めて、1年間あまRCらしい活

動を進めて行きましょう。よろしくお願いいたします。



山田尊久君

大竹敬一年度、いよいよスタートですね。素晴らしい

50周年記念となりますように。

カナダ・トロントの国際大会ご参加の皆様、貴重な旅

となりましたね。有り難うございました。

渡辺 均君

大竹敬一会長、50周年年度を成功裡に納めるべく、ご

指導の程よろしくお願いいたします。大竹敬一年度理

事会の皆様、ご奮闘よろしくお願いします。

先日、メーテレのサクセスに出演しました。残念なが

ら私に承諾なく年令が出ていました。錦では「アラカ

ン」で通していたのに･･･

海部南部の暴追協の協議会の会長に就任いたしました。

高山君、ご多忙の折、早々にご来社下さり有り難うご

ざいました。

山田幸治君

大竹敬一君！50代会長おめでとうございます。小生は

半分の25代会長でした。

紅谷幸政君

大竹敬一年度スタートおめでとうございます。

板津和博君

大竹敬一50周年年度発会おめでとうございます。

栗木君、先日はお世話になりました。家族が大喜びで

した。有り難うございました。

篠田正志君

大竹敬一年度のスタートをお祝いして。役員・理事の

皆様、頑張って下さい。

藤田淳士君

後藤眞君、お心遣い有り難う。

藤田隆志君

トロント国際大会に行ってまいりました。皆様、強行

軍にお付き合いいただき、有り難うございました。

今西邦弘君

大竹敬一年度の船出をお祝いして。

川口信義君

第50代大竹敬一丸の出帆、今年1年のご活躍を祈念し

ます。

北野庸夫君

大竹敬一会長、加藤徹幹事はじめ、役員・理事の皆さ

ん、おめでとうございます。楽しませて貰います。

児玉憲之君

大竹敬一年度、初例会おめでとうございます。

カナダ・トロント国際大会に参加してきました。参加

の皆様、お世話になりました。

真木伸一君

国際大会（カナダ・トロント）参加の皆様、お世話に

なりました。感謝。

水野 眞君

浅野君の元気な顔をみて嬉しいです。

竹田竜一郎君

私が副会長を勤めさせていただいている美和花火会が、

今年念願の津島天王祭で手筒花火を打ち上げることが

決定しました。是非勇姿を見に来て下さい。寄付いた

だいた方には、本当に感謝申し上げます。

本日出席の皆様より

新年度発会として

7月お誕生日お迎えの方々より

合 計 １４８，０００円

新 役 員 ・ 理 事 挨 拶

会長 大竹敬一君

まず、山田尊久会長はじめ、

49年度の理事・役員の皆さん

のご努力に心から敬意を表し

ます。また、年度の終わりの

トロント国際大会へのご参加、

お疲れ様でした。

50年度では、4月27日の50周年記念事業を成功させる

ことと、故鈴木正徳パスト会長のように、全ての事業に思

いを込め、一所懸命頑張ります。

副会長 家田安啓君

50周年の節目の年の副会長

に就任いたしました。会長方針

にありますように、「次の半世

紀に奉仕の心をつなぐ」ために、

微力ながら、会長を補佐して、



理事の皆様と協調して、１年間頑張りたいと思います。４

月に予定されている５０周年記念事業も、心に残るものと

なるように尽力し、来年の６月には笑顔で終わりたいと思

っております。よろしくお願いします。

会計 東海広光君

会員の皆様からお預かりいた

しました年会費を、自分の会社

の経営に置き換えて有効に使っ

て行けますよう取り組んでいき

たいと思います。簡単に今年度

の概算予算の説明をさせていた

だきます。収入は会員79名で年会費35万円合計2765万

円。支出は固定費として、本部分担金－110万円、地区分

担金－166万円、例会費－950万円、管理費－800万円、

50周年準備金－100万円、特別事業準備金－50万円、分

区事業準備金－20万円、合計2196万円。委員会費として

834万円、総合計3030万円。3030万円－2756万円＝

265万円の赤字となります。この赤字をニコボックスの繰

越金と、今年度10人の入会予定者の入会協力金で埋め合わ

せて収支が合うようにと考えております。会計監事の吉田

君の協力をいただきまして注意深く精査していきます。

SAA 高山 敏君

１．会場委員会、親睦活動

委員会と緊密な連携を保ち、

品位ある例会運営に努める。

２．例会で時間の厳守や卓

話者、ゲスト、ビジターの

方々に対して失礼のないよ

うに配慮する。

３．卓話中の私語を慎むように、会場委員会に協力

いただき指導する

会長エレクト 田中正博君

会長エレクトとして理事を拝命いたしました田中でござ

います。本日スタートします第50代大竹敬一会長の方針の

基、大竹会長を盛り立て、理事の一員として協力しながら

理事会の皆様からご指導を頂き、次年度へ向けての準備を

進めていきたいと考えておりま

す。一挙手一投足を目を離さず、

しっかり勉強させていただこう

と考えます。会員の皆様方には、

ご支援、ご鞭撻、ご協力を宜し

くお願いします。

直前会長 山田尊久君

前年度では、短い時間でし

たが会長として、会の方向性

を見極めながら進める事が出

来ました。直前会長として一

年間役員を務めさせていただ

くことになり、ありがたく思

っています。ロータリーの研究は無論でありますが、大竹

年度では何と言いましても50周年を記念すべき年にするこ

とです。しっかりと携わっていきたいと考えています。

副幹事 藤田隆志君

今年度副幹事を仰せつかりま

した、藤田隆志です。加藤徹幹

事の横で勉強させていただきな

がら、50周年大竹敬一年度の

大成功に向けて、微力ながら貢

献できる様、頑張って参りたい

と思います。宜しくお願いいた

します。

クラブ奉仕委員長 谷川浩司君

今年度クラブ奉仕委員長をさ

せていただきます。大事な50

周年の理事に選任していただき

まして有り難うございます。大

竹会長方針に則って頑張ってま

いります。私が考えるクラブ奉

仕の仕事は、クラブ運営がスム

ーズに行われていく様に努力してまいりたい。そこで私の

テーマは2つです。1つ目は規律正しく例会が行われていく

様に、SAA・会場委員会とともに注視してまいります。2



つ目は楽しくロータリー活動ができますように、また、新

しく入会された方やキャリアの浅い会員が早くクラブに馴

染めます様に親睦委員会やロータリー情報委員会とともに

配慮してまいりたいと思います。一年間よろしくお願いい

たします。

親睦活動委員長 神野恭寿君

過去の50年を振り返り次な

る半世紀を見据えて、親睦活動

の位置づけを今一度しっかりと

考えます。入会年度の浅い私に

何が出来るかわかりませんが、

親睦活動委員会スタッフ・メン

バーと共に、楽しく・素敵な企

画を考え遂行します。何卒、ご協力の程、宜しくお願い致

します。

職業奉仕委員長 大西晃弘君

入会からまだ5年ですが、職

業奉仕委員長という、ロータリ

ーのすべての基本というべき重

要な役割を仰せつかりました。

正直なところ、私が職業奉仕を

語るには知識、経験共に不足い

たしておりますが、今年度の村

井ガバナーが仰っている「職業奉仕とは、職業サービスを

念頭に相手の立場に立った職業活動を行い、相手の喜びを

自分の喜びとしながら、職業人としてのより高い倫理の向

上に努め、世の中に広めていくこと。」、この言葉を私なり

に理解し、その実践としての事業所見学を中心に活動して

まいります。ご協力の程よろしくお願い申し上げます。

社会奉仕委員長 青本道春君

地域の自然環境・防災・障碍

者の福祉活動団体に積極的に支

援し、地域法しか集う・奉仕に

松井環境保全委員長・竹田地域

社会委員長と協力し合い、また

会員の皆様、地域の皆様の意識

が奉仕活動に向くよう努力しま

す。

青少年奉仕委員長 中島英之君

代読 副委員長 黒川元則君

今年度、青少年奉仕委員長を

仰せつかりました中島です。

地域内の青少年の活動を積極的

に支援し、地域の青少年育成に

貢献できるよう支援していきま

す。RYLAセミナーに協賛して

いきます。今年度は会員の皆様方からどこか良い支援先が

ありましたら、提案していただき、それらにも支援してい

きたいと考えています。よろしくお願いします。

国際奉仕委員長 鈴村與左衛門君

今年度は国際奉仕事業を行わ

ないため、50周年に向けて姉

妹提携クラブの汐止RCのご招

待と来日の際の接待、50周年

の企画運営に努めます。なおウ

ェルカムパーティーの際には、

皆様のご協力をお願いいたしま

す。汐止RCから、我が地区の社会奉仕事業に20万円の寄

付をしていただきました。国際奉仕と社会奉仕と共同で、

事業を行いたいと思います。なお来年6月にはドイツ・ハ

ンブルクで国際大会が開かれますので、沢山のご協力を賜

りたいと思います。

ロータリー財団委員長 山田幹夫君

今年度村井ガバナーとして

は、ポリオプラスの為一人30

ドルの募金を必達目標とされて

いる。当クラブもその達成を堅

持したい。そのため11月の財

団の担当例会において関連の卓

話を予定したい。また、50周

年の記念の年度でもあり、一人でも多くの方に寄付をお願

いをする。



幹事 加藤 徹君

いよいよ始まる50周年のあ

まロータリークラブ。その記念

すべき年度の幹事としてここま

での準備期間で感じたのは、こ

の50年間で先輩方々が積み上

げてこられた奉仕の実績そして

その活動からうまれた世間から

の信頼の大きさでした。継続の活動なのでつい深くかかわ

ることなく自分自身ついやり過ごしてしまっていたそれぞ

れの活動にはその時々の多くの方々の思いが詰まっていま

した。それぞれの活動にできる限り深く関わり、その素晴

らしさを様々な場面でお伝えできたらと思います。そして

会員みなさんが50周年の年を楽しめるような雰囲気づくり

に努めてまいりたいと思っておりますのでどうかよろしく

お願いいたします。

第 4 3 ９ 回 ゴ ル フ 部 例 会

2 0 1 ８ 年 6 月 1 3 日 桑 名 C C

快晴の桑名CC、晴天に恵まれ24名の会員に集まって頂

き第439回ゴルフ部会総会を行いました。

Rank N A M E OUT IN GROS H'C NET

優勝 松井英治 56 49 105 38.4 66.6

２位 中澤浩一 47 44 91 21.6 69.4

３位 藤田隆志 55 59 114 43.2 70.8

４位 中島英之 54 45 99 26.4 72.6

５位 板津和博 48 50 98 24.0 74.0

６位 東海広光 51 52 103 28.8 74.2

７位 栗木和夫 46 44 90 14.4 75.6

８位 渡辺　均 53 54 107 31.2 75.8

９位 大西晃弘 48 52 100 24.0 76.0

１０位 古川　宏 48 55 103 26.4 76.6

１１位 黒川元則 44 47 91 14.4 76.6

１２位 伊藤正征 44 48 92 14.4 77.6

１３位 北野庸夫 50 50 100 21.6 78.4

１４位 青本道春 46 52 98 19.2 78.8

１５位 武藤正俊 44 43 87 7.2 79.8

１６位 後藤裕一 54 63 117 33.6 83.4

１７位 西川広樹 52 46 98 14.4 83.6

１８位 山田広明 50 54 104 19.2 84.8

１９位 鈴村與左衛門 64 56 120 33.6 86.4

２０位 宇津山弘 49 45 94 7.2 86.8

２１位 高山　敏 47 52 99 12.0 87.0

２２位 家田安啓 53 56 109 21.6 87.4

２３位 加藤　徹 53 62 115 24.0 91.0

２４位 神戸　剛 75 68 143 50.4 92.6

大竹敬一年度ゴルフ部会予定表

１．第440回 9月 荘川高原CC

１泊２日。参加者の多い日をゴルフ部回例会とする

２．第441回 11月 桑名CC

ゴルフ部例会＆忘年会（木曽路 錦店）

３．第442回 2月 宮崎遠征

2泊2ラウンド。

４．第443回 4月 三好CC 西コース（1組東コース）

恒例お花見例会

５．5月 桑名CC

第31回津島・あまRC合同ゴルフ大会。

（ホスト津島RC）

６．第444回 6月 桑名CC

取り切り戦。終了後総会（次期役員選出）

※ どなたでも参加できます。


